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ベトナム：学生向け起業家コンテストがスタート
Vietnam: Student start-up innovation in the COVID-19 and new normal context in Vietnam

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け「ニューノーマル（新しい生活様式）」が人々の生
活に大きな変化をもたらす中、高齢者と障がいのある人を支援するための商品やサービスに、
科学技術（特にデジタル技術）を積極的に取り入れたイノベーションやプロジェクトのアイデ
アを競うコンテスト「スタートアップカイト2021：高齢者と障がいのある人々への支援のため
のインダストリー4.0の起業イノベーション」がベトナムで始まりしました。

本コンテストは、日本政府の支援を受けて、
労働傷病兵社会省（MOLISA）、職業教育訓
練総局、国連人口基金（UNFPA）ベトナム事
務所が共同で立ち上げました。6月18日にハノ
イで行われた開始式で、在ベトナム日本大使
館の岡部大介公使は「このイベントを通じた
デジタル技術への投資は、高齢者や障がい者
の生活のサポートに役立ち、将来のベトナム
の医療制度を改善すると信じています」と期
待を述べました。
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UNFPAベトナム事務所代表の北原直美は、高齢化に対応するためにはライフサイクル・アプ
ローチの適用が不可欠であると強調。「現在、そして未来の高齢者が抱える問題に対処するこ
と、若者が老後や高齢化社会に備えること、そして、デジタル・トランスフォーメーションを
通じて世代間のつながりを強化し、健康で活発な高齢化社会を実現するべく社会的包摂を推し
進めていくことが重要です」と語りました。
 
本コンテストは、日本政府の支援のもと、2021年4月からUNFPAベトナム事務所が、ベトナム
政府、国連機関及びその他の関連機関と協力して同国で実施している、社会的に脆弱な人々へ
の新型コロナウイルス感染拡大の影響緩和を目的とした1年間のプロジェクトの一環として開催
されています。 
 
▶︎ 続きを読む
 

マラウイ：岩切大使、フィスチュラセンターを訪問
Malawi: Japanese Ambassador's visit to the UNFPA-supported Fistula Centre

在マラウイ日本大使館の岩切敏特命全権大使は6月3日、UNFPAが支援する産科フィスチュラ専
門の「ブワイラ・フィスチュラセンター」を視察し、UNFPAマラウイ事務所副代表の渡部正樹
が同行しました。施設や活動状況について説明を受けた岩切大使は「質の高い治療とケアの提
供から社会的差別に苦しむ患者のコミュニティへの復帰まで、包括的なアプローチで支援が行
われていることに感銘を受けました」と話しました。

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C6E4EC6&e=12975C5&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C6C6590&e=12975C5&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C6C6590&e=12975C5&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=2
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在マラウイ日本大使館の岩切敏大使（右から2番目）と
UNFPAマラウイ事務所副代表の渡部（左）

生理用ナプキンの製造を学んだり、起業に向けた技術訓練
を受けたりしている女性たちとの交流の様子

世界人口デー：「からだの自己決定権」イベントを開催
World Population Day: Online event "My Body is My Own. What is bodily autonomy?"

世界人口デーの7月11日（日）、オンラインイベント「わたしのからだだから ＃からだの自己
決定権って何？」が開催されます。UNFPA「世界人口白書2021」日本語版の発表を記念して行
われるこのイベントでは、自分のからだについて、自ら意思決定するための基本的人権の一部
である「からだの自己決定権」について、さまざまな角度から考えます。
 
パネリストは、社会学者・東京大学名誉教授の上野千鶴子氏、作家のアルテイシア氏、認定
NPO法人フローレンス代表理事の駒崎弘樹氏。産婦人科医・医学博士の宋美玄氏がファシリテ
ーターとしてセッションを導きます。UNFPA東京事務所からは、所長の佐藤摩利子が参加し、
「世界人口白書2021」について解説します。
 
※本イベントへの参加申し込みはすでに定員に達しました。後日イベントレポートをUNFPA東
京事務所など主催団体のウェブサイトに掲載します。 

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C6C9B52&e=12975C5&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C6C9B52&e=12975C5&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1


 
▶︎ 詳しくはこちら
 

Let's talk! in TOKYO: 7/4 サンリオピューロランドで開催
Let's talk! in TOKYO event to be held at Sanrio Puroland on July 4th

女性の健康課題について「タブー」を乗り越えて考えるイベント「 Let's talk! in TOKYO」が7月
4日（日）、東京都多摩市のサンリオピューロランドで開催されます。本イベントには、スプツ
ニ子！氏、西村宏堂氏、ひかりんちょ氏などの著名人のほか、UNFPA東京事務所長の佐藤摩利
子も登壇し、「生理」や女性の健康に関してオープンにトークを行います。
 
UNFPAの親善大使であり世界的スーパーモデルのナタリア・ボディアノヴァ氏のビデオメッセ
ージ、「生理」や「性」をテーマにした学生によるスピーチコンテストなど、豊富なコンテン
ツを予定しています。イベント会場では体験ブースも設置し、女性の健康に関する商品やサー
ビスを紹介したり、当日限定の子宮頸がん検診（要事前予約）も実施予定です。参加申し込み
と詳しいスケジュールはこちらから。
 
▶︎ Let's talk! in Tokyo の開催情報
 

リビア：天寺臨時代理大使、UNFPAセーフスペース視察
Libya: Japanese Charge d'affaires ad interim’s visit to the Safe Space in Tripoli

在リビア日本大使館の天寺祐樹臨時代理大使は、リビアの首
都トリポリでUNFPAが支援する女性と少女のためのセーフス
ペース（ジェンダーに基づく暴力の被害から守るための施

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C6C9B52&e=12975C5&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=3
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設）を訪問し、スタッフや現地でサポートを受けている女性
たちと面会しました。日本政府はUNFPAを通じて、リビアに
おけるジェンダーに基づく暴力や、リプロダクティブ・ヘル
スに関する課題解決に向けた取り組みを支援しています。
 
▶︎ プロジェクトの詳細
 

マダガスカル：日本大使館へ活動報告
Madagascar: UNFPA Madagascar reports on project progress to Japanese Embassy

UNFPAマダガスカル事務所代表のコフィ・クアメが、在マダ
ガスカル兼コモロ日本大使館の樋口義広特命全権大使を表敬
訪問し、日本政府の支援（令和元年度補正予算）を受けて実
施した母子保健プロジェクトの活動報告を行いました。
UNFPAはマダガスカルで、最も弱い立場にある女性の命を守
るため、総合的な緊急リプロダクティブ・ヘルスとジェンダ
ーに基づく暴力の予防・対応サービスを提供しました。
 
▶︎ UNFPAマダガスカル 
 

上智大学国連Weeks キャリア・ワークショップ開催 
Sophia University UN Weeks: Career workshop 

上智大学国連Weeksの一環として「国際協力・国際機関キャ
リアワーク・ショップ」が6月15日から6月17日にかけて、オ
ンラインで開催されました。UNFPAから、元事務局次長の和
氣邦夫氏（写真下段）、東京事務所長の佐藤摩利子（写真左
上） の2名が参加。上智大学の浦元義照特任教授のモデレー
ションのもと、多様な環境・文化の中で「新時代に求められ
るリーダーシップ」について議論をしました。
 
 

福田康夫 元内閣総理大臣・APDA理事長インタビュー
Former Prime Minister of Japan H.E. Yasuo Fukuda's interview

UNFPA IN THE NEWS

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C6C9B54&e=12975C5&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
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国際人口問題議員懇談会（JPFP）会長などを歴任し、現在は
アジア・人口開発協会（APDA）理事長を務める福田元総
理。「人口と開発」（2021年春号 No.146）では、日本・ア
ジアのみならず、世界の人口と開発に関する国会議員活動を
先導してきた福田元総理へのインタビューを通じて、人口・
開発分野で日本が果たしてきた役割、国会議員活動の創設理
念、UNFPAの活動との関わりなどについて読み解いていま
す。
 
▶︎ インタビュー記事全文はこちら
 

その他のトピックス
Other topics 

佐藤摩利子　固定概念を捨て、個人の選択を応援する社会へ（日経xwoman）
レイプ犯が被害者と「結婚」したら無罪になる国・地域（COURRiER）
途上国女性の4分の1、性交渉「ノー」言えず（朝日新聞）
57カ国の女性の半数、からだの自己決定権に制限（AFPBB）
マラウイで起こる静かな危機（国際開発ジャーナル）
ナタリア・ヴォディアノヴァ、国連機関の親善大使に任命（FIGARO JAPON）

すべての妊娠が望まれ、すべ
ての出産が安全に行われ、す
べての若者の可能性が満たさ
れるためにーー。
 
UNFPAの活動は、みなさまの
協力によって支えられていま
す。<<< 寄付サイト >>>

寄付する
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